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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 62,895 0.7 7,353 25.1 7,543 27.0 4,548 29.9
21年3月期 62,480 4.0 5,875 △8.1 5,940 △6.1 3,500 △8.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 319.04 ― 9.1 11.5 11.7
21年3月期 239.22 ― 7.3 9.5 9.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 68,271 51,896 76.0 3,640.80
21年3月期 62,451 47,807 76.6 3,353.43

（参考） 自己資本   22年3月期  51,896百万円 21年3月期  47,807百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 6,935 956 △706 22,387
21年3月期 5,172 △5,109 △2,867 15,197

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 40.00 40.00 570 16.7 1.2
22年3月期 ― ― ― 40.00 40.00 570 12.5 1.1

23年3月期 
（予想）

― ― ― 40.00 40.00 11.8

（注）22年3月期期末配当金の内訳 特別配当 20円00銭

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

32,200 6.5 3,550 7.0 3,630 13.0 2,200 15.9 154.34

通期 67,000 6.5 7,830 6.5 8,000 6.1 4,820 6.0 338.15



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、13ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名 SKK CHEMICAL(THAILAND)CO.,LT
D.

） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 15,673,885株 21年3月期 15,673,885株

② 期末自己株式数 22年3月期  1,419,846株 21年3月期  1,417,489株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 56,386 3.2 6,770 26.0 6,861 27.6 3,997 27.6
21年3月期 54,616 2.7 5,373 △11.1 5,376 △7.2 3,132 △8.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 280.44 ―

21年3月期 214.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 64,293 49,307 76.7 3,459.19
21年3月期 58,948 45,890 77.8 3,218.91

（参考） 自己資本 22年3月期  49,307百万円 21年3月期  45,890百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」を
ご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

28,500 4.2 3,300 5.6 3,370 7.7 1,950 7.9 136.80

通期 59,000 4.6 7,200 6.3 7,350 7.1 4,300 7.6 301.67



(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、景気の悪化に底入れの兆しが見られるとの観測はあるものの、依然とし

て、設備過剰感は拭いえず、厳しい雇用・所得環境が続く中、個人消費も低迷する等、景気の先行きは不透明な状況

のまま推移しております。   

 建築塗料業界におきましては、引き続き公共投資は減少傾向にあり、民間住宅・建築全般投資も新設住宅着工戸数

や建設工事受注高において大幅に減少しており、厳しい経営環境が継続しています。 

 一方、当社グループが事業展開を行っておりますアジア経済は、景気刺激策により内需が拡大している中国が牽引

し景気を持ち直しているものの、地域により低迷な諸国もあります。 

 このような状況下、当社グループは、新築だけでなく膨大なストックを抱えるリニューアル市場において、特許の

セラミック複合の超低汚染を中心とした耐久性の高いシリコンやふっ素塗料タイプの製品が伸張した他、ヒートアイ

ランド対策に貢献する省エネタイプの屋根用遮熱塗料を始め、外装用の高意匠性塗料や鉄部塗料、塗床材が新しい分

野を広げています。また、安全、安心が追求される耐火被覆や断熱材の分野では、オリジナルのセラミック系耐火被

覆材や発泡性耐火塗料、断熱材等を積極的にＰＲしてまいりました。 

 この結果、当連結会計年度の業績といたしましては、売上高は主力の建築仕上塗材分野が伸長し、628億95百万円

（前連結会計年度比0.7％増）となりました。損益面では、人員増強による人件費の増加や為替差損の計上等マイナ

ス要因がありましたが、技術革新による高付加価値製品の販売増強やコストダウン効果等により、営業利益は、73億

53百万円（同25.1％増）、経常利益は、75億43百万円（同27.0％増）、当期純利益は、45億48百万円（同29.9％増）

となりました。 

（次期の見通し） 

 今後の見通しにつきましては、世界的な景気悪化の終息が期待されるものの、長期化する円高、デフレ基調より国

内景気の回復は弱含みで推移するものと予想されます。 

建築塗料業界におきましても、公共投資や住宅建設投資の持ち直しは不透明であり、原材料価格の上昇も予測され、

引き続き市場環境は厳しいものと考えられます。 

 このような状況の下、当社グループといたしましては、一層の社内組織体制の充実を図り、より一段と国内外の新

市場の開発に尽力し、以下の経営施策に重点的に取り組むことにより業績の拡大に努めてまいります。  

 通期の業績につきましては、国内外での一層の積極的な販売拡大、新技術・新製品開発及びコストダウン促進等中

長期的な経営戦略で述べます諸施策の展開により、連結売上高は670億円（前連結会計年度比6.5％増）、営業利益は

78億30百万円（同6.5％増）、経常利益は80億円（同6.1％増）、当期純利益は48億20百万円（同6.0％増）を見込ん

でおります。 

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ58億20百万円増加し、682億71百万円となりました。 

 増加した主なものは現金及び預金であります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ17億32百万円増加し163億75百万円となりました。 

 増加した主なものは支払手形及び買掛金並びに未払法人税等であります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ40億88百万円増加し、518億96百万円となり自己資本比率は

は76.0％となりました。 

 増加した主なものは当期純利益を45億48百万円計上したことであります。減少した主なものは配当金の支払に

よるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金等価物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ71億90

百万円増加し223億87百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

 (a）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動により得られた資金は、69億35百万円となりました。 

 これは主に税金等調整前当期純利益75億43百万円、仕入債務の増加額４億45百万円、法人税等の支払額25億

71百万円によるものであります。 

 (b）投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動により得られた資金は、９億56百万円となりました。 

 これは主に定期預金の払戻による収入111億98百万円、定期預金の預入による支出103億４百万円、有価証券

の償還による収入３億２百万円によるものであります。 

 (c）財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は、７億６百万円となりました。 

 これは主に配当金の支払額５億70百万円によるものであります。 

１．経営成績



（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としており

ます。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元が経営における重要課題の一つであることを常に認識するとともに、将来に備え財

務体質と経営基盤の強化を図ることにより、安定的な配当水準を維持することを配当政策の基本といたしておりま

す。 

 内部留保金につきましては、企業価値の更なる増大を図るべく、財務体質を強化するとともに、新たな研究・技術

開発、設備投資、海外展開等将来の成長につながる戦略投資に役立ててまいります。 

 なお、当期・次期の配当につきましては、上記の方針に照らし、１ページ「２．配当の状況」に記載のとおり計画

しております。 

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 

① 当社グループは、建築塗料業界に属しておりますが、公共投資、民間設備投資及び住宅投資の動向が経営に少

なからず影響を与える可能性があります。 

② 当社グループは、数多くの特許技術を用いた製品やオリジナル製品で差別化を図っておりますが、汎用製品に

おきましては価格競争が厳しく、その対応によりましては業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③ 当社グループは、各種の品質管理基準に従って製品を製造しております。しかし、全ての製品について将来に

亘って欠陥が発生しないという保証はありません。また、製造物賠償責任については保険に加入しております

が、賠償額を充分カバーできるとは限りません。大規模な製品の欠陥が発生した場合は経営に大きな影響を与え

る可能性があります。 

④ 当社グループは、中国をはじめとしてアジアに進出しておりますが、進出先において、予期しない法律または

規制の変更、当社にとって不利な政治または経済要因、テロ・戦争その他の要因による社会的混乱等の発生によ

り業績と財務状況に重要な悪影響を与える可能性があります。 

⑤ 当連結会計年度における当社グループの海外売上高の割合は連結売上高の13.2％を占めており、為替変動の影

響を受けています。為替予約等対策も講じておりますが、これにより当該リスクを回避できる保証はなく、為替

が大きく変動した場合には業績と財務状況に重要な影響を与えることになります。 

  

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  77.3  76.6  76.0

時価ベースの自己資本比率（％）  71.9  39.9  51.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  0.9  0.5  0.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ  151.9  319.0  715.6



 当連結会計年度において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあり

ません。 

 なお、建築仕上塗材事業において、SKK CHEMICAL(THAILAND)CO.,LTD.をタイに設立いたしました。  

  

 
   

２．企業集団の状況



(1）経営の基本方針 

 当社グループは、「環境」「安心」「安全」「省エネ」の四つの新たなテーマを柱に、総合建築塗材・新型化学建

材の分野を拡大しながら、常にこれらのテーマの実現に努めることが使命であると考えております。  

 また、全ての面において信頼と誠実の仕事の展開を第一に、あらゆるサービスを一層充実させ、「多くの顧客に利

益と喜びを与え、社会に貢献することを 大の使命」とする経営理念や社是・社訓を活かした事業活動を進めており

ます。そして、更なる社内組織体制の充実と国内外の拠点の拡大を図り、オンリーワン・ナンバーワン企業としての

一大躍進を目指し、グローバルな総合化学塗材・建材メーカーとして、今後ますますハイレベルの技術開発力で、日

本とメガロアジアの国々の建築文化の創造に貢献し、大きく国内外に躍進してまいります。  

(2）目標とする経営指標 

 目標とする経営指標につきましては、株主資本利益率を重要な指標と捉えており、その目標数値として中長期的に

８％を上回る状態を維持することを目標といたします。 

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは、一層の社内組織体制の充実を図り、より一段と国内外の新市場の開発に尽力し、以下の経営施

策に重点的に取り組むことにより業績の拡大に努めてまいります。 

 ①経営の監督・監視機能の強化と迅速性、透明性の向上を図るため、内部統制システムを整備することによりリ

スク管理体制を充実させてまいります。 

 ②日本国内市場で一層の販売拡大とシェアアップを図るため、事業所の増設と徹底した開発活動により、建築仕

上塗材をはじめとする関連製品の受注増大の他、戸建て住宅やビル、マンションの新築需要並びに膨大な建築

ストックを有する塗り替え需要、更には、耐火、断熱を中心とした防災関連製品受注の増加等に注力し、国内

市場の開拓を促進してまいります。 

 ③海外市場での販売拡大を図るため、シンガポール、マレーシア、タイ、中国、香港、韓国における当社海外事

業所及び在外子会社の販売、製造、技術部門の充実を図り、海外市場の拡大を推進してまいります。特に中国

におきましては各地に販売網をより一層築いてまいります。また、SIKOKUKAKEN(LANGFANG)CO.,LTD.にて新工場

建設を進めてまいります。 

 ④新技術・新製品開発とコストダウンの促進のため、基礎研究・技術部門を強化することにより、新技術の研究

開発を推し進め、市場のニーズを先取りした環境・機能性重視の新製品を開発し、また、製造原価率の低減に

取り組んでまいります。 

 ⑤社内外に向けてインターネットを利用した情報システムを充実させ、活用することにより、顧客のサービスの

向上と業務の効率化とに努めてまいります。事務管理の分野では販売管理並びに生産管理システムを充実さ

せ、一層効率化を図ってまいります。 

(4）内部管理体制の整備・運用状況方針 

 有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報告書

の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において記載しております。 

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,699 31,015

受取手形及び売掛金 17,359 17,414

有価証券 302 －

商品及び製品 1,528 1,525

仕掛品 705 647

未成工事支出金 84 153

原材料及び貯蔵品 2,125 1,901

繰延税金資産 690 835

その他 257 348

貸倒引当金 △105 △99

流動資産合計 47,648 53,743

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,624 7,683

減価償却累計額 △4,134 △4,393

建物及び構築物（純額） 3,489 3,289

機械装置及び運搬具 4,677 4,699

減価償却累計額 △3,906 △4,108

機械装置及び運搬具（純額） 771 590

土地 7,799 7,909

建設仮勘定 47 69

その他 939 963

減価償却累計額 △857 △864

その他（純額） 81 98

有形固定資産合計 12,190 11,957

無形固定資産 595 604

投資その他の資産   

投資有価証券 15 14

繰延税金資産 519 485

その他 1,670 1,646

貸倒引当金 △188 △179

投資その他の資産合計 2,016 1,966

固定資産合計 14,802 14,528

資産合計 62,451 68,271



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,529 5,040

短期借入金 2,179 2,050

未払法人税等 1,254 1,838

繰延税金負債 15 16

賞与引当金 1,069 1,285

役員賞与引当金 55 60

製品保証引当金 91 82

債務保証損失引当金 100 100

その他 3,735 4,172

流動負債合計 13,029 14,645

固定負債   

繰延税金負債 0 －

退職給付引当金 202 212

役員退職慰労引当金 893 919

その他 517 597

固定負債合計 1,613 1,729

負債合計 14,643 16,375

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,662 2,662

資本剰余金 3,137 3,137

利益剰余金 47,058 51,036

自己株式 △3,954 △3,959

株主資本合計 48,903 52,875

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 1

為替換算調整勘定 △1,102 △981

評価・換算差額等合計 △1,095 △979

純資産合計 47,807 51,896

負債純資産合計 62,451 68,271



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 62,480 62,895

売上原価 ※  44,943 ※  43,719

売上総利益 17,537 19,175

販売費及び一般管理費   

運賃 1,802 1,752

給料及び手当 3,586 3,703

賞与引当金繰入額 712 852

役員賞与引当金繰入額 55 60

退職給付費用 119 154

役員退職慰労引当金繰入額 25 25

減価償却費 130 120

貸倒引当金繰入額 40 －

製品保証引当金繰入額 63 9

その他 5,125 5,143

販売費及び一般管理費合計 ※  11,661 ※  11,822

営業利益 5,875 7,353

営業外収益   

受取利息 140 79

受取配当金 0 0

仕入割引 97 75

受取保険金 71 －

雑収入 84 99

営業外収益合計 394 254

営業外費用   

支払利息 21 16

売上割引 22 11

為替差損 272 31

雑損失 13 4

営業外費用合計 328 63

経常利益 5,940 7,543

税金等調整前当期純利益 5,940 7,543

法人税、住民税及び事業税 2,462 3,104

法人税等調整額 △22 △108

法人税等合計 2,439 2,995

当期純利益 3,500 4,548



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,662 2,662

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,662 2,662

資本剰余金   

前期末残高 3,137 3,137

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,137 3,137

利益剰余金   

前期末残高 44,163 47,058

当期変動額   

剰余金の配当 △606 △570

当期純利益 3,500 4,548

当期変動額合計 2,894 3,977

当期末残高 47,058 51,036

自己株式   

前期末残高 △1,701 △3,954

当期変動額   

自己株式の取得 △2,252 △5

当期変動額合計 △2,252 △5

当期末残高 △3,954 △3,959

株主資本合計   

前期末残高 48,262 48,903

当期変動額   

剰余金の配当 △606 △570

当期純利益 3,500 4,548

自己株式の取得 △2,252 △5

当期変動額合計 641 3,972

当期末残高 48,903 52,875



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 15 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9 △4

当期変動額合計 △9 △4

当期末残高 6 1

為替換算調整勘定   

前期末残高 134 △1,102

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,236 120

当期変動額合計 △1,236 120

当期末残高 △1,102 △981

評価・換算差額等合計   

前期末残高 150 △1,095

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,246 116

当期変動額合計 △1,246 116

当期末残高 △1,095 △979

純資産合計   

前期末残高 48,412 47,807

当期変動額   

剰余金の配当 △606 △570

当期純利益 3,500 4,548

自己株式の取得 △2,252 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,246 116

当期変動額合計 △604 4,088

当期末残高 47,807 51,896



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 5,940 7,543

減価償却費 668 593

賞与引当金の増減額（△は減少） △50 215

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △97 9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24 25

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17 △16

製品保証引当金の増減額（△は減少） 14 △9

受取利息及び受取配当金 △140 △79

支払利息 21 16

為替差損益（△は益） 192 12

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 3 －

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

固定資産除売却損益（△は益） 2 △3

売上債権の増減額（△は増加） △814 31

たな卸資産の増減額（△は増加） 494 252

仕入債務の増減額（△は減少） 42 445

その他 483 361

小計 6,802 9,404

利息及び配当金の受取額 122 111

利息の支払額 △16 △9

法人税等の支払額 △1,735 △2,571

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,172 6,935

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △6,712 △10,304

定期預金の払戻による収入 2,749 11,198

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 0 －

有価証券の償還による収入 － 302

固定資産の取得による支出 △1,074 △286

固定資産の売却による収入 0 8

投資その他の資産の取得等による支出 △127 △68

投資その他の資産の売却等による収入 54 106

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,109 956

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,191 2,050

短期借入金の返済による支出 △2,200 △2,180

自己株式の取得による支出 △2,252 △5

配当金の支払額 △606 △570

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,867 △706

現金及び現金同等物に係る換算差額 △749 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,553 7,190

現金及び現金同等物の期首残高 18,751 15,197

現金及び現金同等物の期末残高 15,197 22,387



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社数 11社 

 連結子会社名は「２．企業集団の状

況」に記載しているため省略しておりま

す。 

 SIKOKUKAKEN(LANGFANG)CO.,LTD.につい

ては、当連結会計年度において新たに設立

したため、連結の範囲に含めておりま

す。  

連結子会社数 12社 

 連結子会社名は「２．企業集団の状

況」に記載しているため省略しておりま

す。 

 SKK CHEMICAL(THAILAND)CO.,LTD.につい

ては、当連結会計年度において新たに設立

したため、連結の範囲に含めておりま

す。  

２．持分法の適用に関する事

項 

 子会社はすべて連結しており、また、関

連会社もないため、該当事項はありませ

ん。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、在外連結子会社の決

算日は12月31日となっております。 

 連結財務諸表の作成にあたっては各社の

決算日の財務諸表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(a）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

を採用しております。（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原

価は総平均法により算定しておりま

す。） 

(a）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 総平均法による原価法を採用してお

ります。 

時価のないもの 

同左 

  (b）たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 

 主として総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用してお

ります。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用し

ております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。  
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(b）たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 

 主として総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用してお

ります。 

  



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  未成工事支出金 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

未成工事支出金 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(a）有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法（た

だし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）については

定額法）を採用し、在外連結子会社は定

額法を採用しております。 

 なお主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

 建物及び構築物    31～38年 

 機械装置及び運搬具  ８～９年 

  

(a）有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法（た

だし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）については

定額法）を採用し、在外連結子会社は定

額法を採用しております。 

 なお主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

 建物及び構築物    31～38年 

 機械装置及び運搬具  ８～９年 

  

  （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社の機械装置に

ついては、従来、耐用年数を９～12年と

しておりましたが、当連結会計年度より

８～９年に変更しております。 

 これは、平成20年度の税制改正を契機

に耐用年数を見直したことによるもので

あります。 

 なお、この変更による損益に与える影

響は軽微であります。  

  

  (b）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(b）無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

(a）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については主として貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(a）貸倒引当金 

同左 

  (b）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度に帰属す

る部分を計上しております。 

(b）賞与引当金 

同左 

  (c）役員賞与引当金 

 当社は役員賞与の支出に備えて、当連

結会計年度における支給見込額に基づき

計上しております。 

(c）役員賞与引当金 

同左 

  (d）製品保証引当金 

 製品のアフターサービスまたはクレー

ムに備えるため、過去の実績比率に基づ

き当連結会計年度の必要見込額を計上し

ております。 

(d）製品保証引当金 

同左 



  

  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (e）債務保証損失引当金 

 債務保証に係る損失に備えるため、被

保証先の財政状態等を勘案し、必要見込

額を計上しております。 

(e）債務保証損失引当金 

同左 

  (f）退職給付引当金 

 当社及び一部の在外連結子会社は従業

員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

 数理計算上の差異は、５年による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理することとし

ております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一定の年数（５

年）による定額法により費用処理するこ

ととしております。  

(f）退職給付引当金 

同左 

    （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）」

（企業会計基準第19号 平成20年７月31

日）を適用しております。 

 数理計算上の差異を翌連結会計年度か

ら償却するため、これによる営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益に

与える影響はありません。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生す

る退職給付債務の差額の未処理残高は49

百万円であります。  

  (g）役員退職慰労引当金 

 当社は役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規による必要額を計上してお

ります。 

(g）役員退職慰労引当金 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4）収益及び費用の計上方

法 

 当社は、工期３ヶ月超の工事に係る収

益の計上について、当連結会計年度末に

おける進捗部分について成果の確実性が

認められる工事は工事進行基準（工事の

進捗率の見積りは施行面積等を基準とし

た技術進捗率）を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用しております。 

（会計方針の変更）  

 請負工事に係る収益の計上基準につい

ては、従来、工事完成基準を適用してお

りましたが、「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第18号 平成19年12月27日）が平成21年

３月31日以前に開始する連結会計年度か

ら適用できることになったことに伴い、

当連結会計年度からこれらの会計基準等

を適用し、当連結会計年度に着手した工

事契約（工期３ヶ月超の工事契約）から

当連結会計年度末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは施行面積等を基準とした技術進捗

率）を、その他の工事については工事完

成基準を適用しております。 

 これにより、売上高は５億 百万円増

加し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ 百万円増

加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 
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 当社は、工期３ヶ月超の工事に係る収

益の計上について、当連結会計年度末に

おける進捗部分について成果の確実性が

認められる工事は工事進行基準（工事の

進捗率の見積りは施行面積等を基準とし

た技術進捗率）を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用しております。 

(5）その他の連結財務諸表

作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 なお、この変更による影響は、ありません。 

  

―――――― 

  

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 なお、この変更による影響は、ありません。  

―――――― 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 （連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「未成工事支出金」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記し

ております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に

含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「未成工事支出

金」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 百万円、

百万円、 百万円、 百万円であります。 

1,747

688 310 2,509

―――――― 

 （連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しておりました「受取保険金」（前連結会計年度は

百万円）は、営業外収益の100分の10を超えたため、区

分掲記することとしました。  
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 （連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外収

益の「受取保険金」（当連結会計年度２百万円）は、営

業外収益の100分の10以下となったため、営業外収益の

「雑収入」に含めて表示することにしました。 



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

１．受取手形割引高    百万円51 １.        ―――――― 

 ２．保証債務 

当社得意先の三井物産ソルベントコーティング㈱に対

し、当社特約店債権の回収不能について、 百万円の

債務保証を行っております。 

なお、 三井物産ソルベントコーティング㈱は平成21

年４月１日に社名変更し、三井物産ケミカル㈱となりま

した。 

225

 ２．保証債務 

当社得意先の三井物産ケミカル㈱に対し、当社特約店

債権の回収不能について、 百万円の債務保証を行っ

ております。 

174

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※ 研究開発費の総額 ※ 研究開発費の総額 

一般管理費及び売上原価に含まれ

る研究開発費 
    百万円741

一般管理費及び売上原価に含まれ

る研究開発費 
    百万円796



前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加904千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加900千株、単元

未満株式の買取りによる増加４千株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  次のとおり、決議を予定しております。  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                        

普通株式  15,673  －  －  15,673

合計  15,673  －  －  15,673

自己株式                        

普通株式  513  904  －  1,417

合計  513  904  －  1,417

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  606  40 平成20年３月31日 平成20年6月30日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  570 利益剰余金  40 平成21年３月31日 平成21年６月29日

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                        

普通株式  15,673  －  －  15,673

合計  15,673  －  －  15,673

自己株式                        

普通株式  1,417  2  －  1,419

合計  1,417  2  －  1,419

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  570  40 平成21年３月31日 平成21年6月29日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  570 利益剰余金  40 平成22年３月31日 平成22年６月30日



近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定       百万円24,699

預入期間が３か月を超える定期預金    百万円△9,501

当座借越    百万円△0

現金及び現金同等物       百万円15,197

現金及び預金勘定       百万円31,015

預入期間が３か月を超える定期預金    百万円△8,627

現金及び現金同等物       百万円22,387

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
建築仕上塗材

事業 
（百万円） 

耐火断熱事業
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

(1）外部顧客に対する売上高  56,104  3,930  2,446  62,480  －  62,480

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  11  11 (11)  －

計  56,104  3,930  2,458  62,492 (11)  62,480

営業費用  48,844  3,650  2,355  54,850  1,754  56,605

営業利益  7,259  280  102  7,641 (1,766)  5,875

Ⅱ．資産、減価償却費、資本的支出             

資産  43,793  3,358  1,857  49,009  13,441  62,451

減価償却費  527  33  21  582  85  668

資本的支出  714  17  12  744  222  966



当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、製品の種類・性質・用途の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主要な製品等 

３．前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,766百万円であり、その主なも

のは親会社の本社管理部門に係る費用等であります。 

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,847百万円であり、その主なも

のは親会社の本社管理部門に係る費用等であります。 

４．前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は13,441百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（預金及び有価証券）、長期投資資金、管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は13,921百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（預金及び有価証券）、長期投資資金、管理部門に係る資産等であります。 

５．会計方針の変更（前連結会計年度） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

 「連結財務諸表作成のための基本となる事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、建築仕上塗材事業で12百万円、耐火断熱事業で０百万

円、その他の事業で１百万円それぞれ減少しております。 

（工事契約に関する会計基準）  

 「連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比べて、売上高が建築仕上塗材事業で24百万円、耐火断熱事業で５億50百万円それぞれ増

加し、営業利益が建築仕上塗材事業で２百万円、耐火断熱事業で40百万円それぞれ増加しております。 

  
建築仕上塗材

事業 
（百万円） 

耐火断熱事業
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

(1）外部顧客に対する売上高  57,615  3,197  2,082  62,895  －  62,895

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 19  －  6  26 (26)  －

計  57,634  3,197  2,089  62,921 (26)  62,895

営業費用  48,820  2,976  1,926  53,723  1,818  55,541

営業利益  8,814  220  162  9,197 (1,844)  7,353

Ⅱ．資産、減価償却費、資本的支出             

資産  50,187  2,644  1,690  54,522  13,749  68,271

減価償却費  509  24  15  548  45  593

資本的支出  268  6  3  278  39  318

事業区分 主要製品

建築仕上塗材事業 有機無機水系塗材、合成樹脂塗料、無機質系塗料、無機質建材及び特殊仕上工事

耐火断熱事業 断熱材、耐火被覆材、耐火塗料及び耐火断熱工事

その他の事業 各種化成品、洗浄剤等



近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．アジアに属する地域はシンガポール、マレーシア、香港、中国、タイ及び韓国であります。 

３．前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,766百万円であり、その主なも

のは親会社の本社管理部門に係る費用等であります。 

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,847百万円であり、その主なも

のは親会社の本社管理部門に係る費用等であります。 

４．前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は13,441百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（預金及び有価証券）、長期投資資金、管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は13,921百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（預金及び有価証券）、長期投資資金、管理部門に係る資産等であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益           

(1)外部顧客に対する売上高  52,762  9,718  62,480  －  62,480

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,854  437  2,291 (2,291)  －

計  54,616  10,156  64,772 (2,291)  62,480

営業費用  47,332  9,861  57,194 (589)  56,605

営業利益  7,283  294  7,578 (1,702)  5,875

Ⅱ．資産  45,642  8,236  53,879  8,571  62,451

  
日本

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益           

(1)外部顧客に対する売上高  54,827  8,067  62,895  －  62,895

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,559  392  1,952 (1,952)  －

計  56,386  8,460  64,847 (1,952)  62,895

営業費用  47,769  7,934  55,703 (162)  55,541

営業利益  8,617  525  9,143 (1,790)  7,353

Ⅱ．資産  63,193  9,950  73,144  △4,872  68,271



５．会計方針の変更（前連結会計年度） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

 「連結財務諸表作成のための基本となる事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で14百万円減少しております。 

（工事契約に関する会計基準）  

 「連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比べて、売上高が日本で５億74百万円増加し、営業利益が日本で43百万円増加しておりま

す。 

近２連結会計年度の海外売上高は次のとおりであります。  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．アジアに属する主な地域は東アジア、東南アジア及び中東諸国であります。 

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

ｃ．海外売上高

  アジア 計 

海外売上高（百万円）  10,105  10,105

連結売上高（百万円）  －  62,480

連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.2  16.2

  アジア 計 

海外売上高（百万円）  8,332  8,332

連結売上高（百万円）  －  62,895

連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  13.2  13.2



 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業結合

等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示

を省略しております。 

  

  

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

（開示の省略）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円3,353.43

１株当たり当期純利益金額        円239.22

１株当たり純資産額 円3,640.80

１株当たり当期純利益金額        円319.04

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益（百万円）  3,500  4,548

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  3,500  4,548

普通株式の期中平均株式数（千株）  14,635  14,255

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,171 26,032

受取手形 7,388 7,062

売掛金 8,650 9,309

有価証券 302 －

商品及び製品 1,026 1,042

仕掛品 663 602

未成工事支出金 84 142

原材料及び貯蔵品 1,456 1,223

前払費用 121 145

繰延税金資産 679 853

その他 458 483

貸倒引当金 △109 △185

流動資産合計 41,893 46,713

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,860 5,860

減価償却累計額 △3,173 △3,343

建物（純額） 2,686 2,517

構築物 795 802

減価償却累計額 △654 △678

構築物（純額） 140 123

機械及び装置 3,846 3,855

減価償却累計額 △3,246 △3,400

機械及び装置（純額） 600 454

車両運搬具 136 118

減価償却累計額 △120 △108

車両運搬具（純額） 15 10

工具、器具及び備品 836 848

減価償却累計額 △780 △785

工具、器具及び備品（純額） 56 63

土地 7,503 7,500

建設仮勘定 45 57

有形固定資産合計 11,047 10,727

無形固定資産   

ソフトウエア 80 91

その他 14 14

無形固定資産合計 95 106



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 14 14

関係会社株式 3,204 3,816

出資金 0 0

関係会社長期貸付金 599 922

破産更生債権等 142 128

長期前払費用 174 170

差入保証金 782 716

保険積立金 397 415

繰延税金資産 768 740

その他 0 0

貸倒引当金 △174 △97

投資損失引当金 － △81

投資その他の資産合計 5,911 6,746

固定資産合計 17,055 17,580

資産合計 58,948 64,293

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,068 1,076

買掛金 2,814 3,420

短期借入金 2,100 2,050

未払金 2,427 2,687

未払費用 289 392

未払法人税等 1,230 1,813

未払消費税等 149 297

預り金 27 29

賞与引当金 1,049 1,269

役員賞与引当金 55 60

製品保証引当金 66 58

債務保証損失引当金 100 100

その他 72 6

流動負債合計 11,452 13,260

固定負債   

預り保証金 517 597

退職給付引当金 195 208

役員退職慰労引当金 893 919

固定負債合計 1,605 1,725

負債合計 13,058 14,986



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,662 2,662

資本剰余金   

資本準備金 3,137 3,137

資本剰余金合計 3,137 3,137

利益剰余金   

利益準備金 455 455

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 40 37

別途積立金 39,750 42,350

繰越利益剰余金 3,793 4,623

利益剰余金合計 44,038 47,466

自己株式 △3,954 △3,959

株主資本合計 45,883 49,305

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 1

評価・換算差額等合計 6 1

純資産合計 45,890 49,307

負債純資産合計 58,948 64,293



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 35,184 35,919

商品売上高 863 659

工事売上高 18,568 19,807

売上高合計 54,616 56,386

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 1,242 1,026

当期製品製造原価 22,646 22,055

合計 23,889 23,082

製品期末たな卸高 1,026 1,040

製品売上原価 22,862 22,041

商品売上原価   

商品期首たな卸高 10 0

当期商品仕入高 666 590

合計 676 590

商品期末たな卸高 0 1

商品売上原価 675 589

工事売上原価 15,725 16,717

売上原価合計 39,263 39,348

売上総利益 15,352 17,038

販売費及び一般管理費   

運賃 1,594 1,567

広告宣伝費 588 571

給料及び手当 3,135 3,299

賞与引当金繰入額 693 839

役員賞与引当金繰入額 55 60

退職給付費用 116 152

役員退職慰労引当金繰入額 25 25

減価償却費 86 79

貸倒引当金繰入額 132 14

製品保証引当金繰入額 58 0

賃借料 703 687

研究費 683 717

その他 2,105 2,252

販売費及び一般管理費合計 9,979 10,268

営業利益 5,373 6,770



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 80 61

有価証券利息 24 5

受取配当金 0 0

仕入割引 97 75

受取保険金 71 －

受取ロイヤリティー 50 42

雑収入 63 80

営業外収益合計 387 266

営業外費用   

支払利息 20 15

売上割引 22 11

為替差損 123 63

投資損失引当金繰入額 － 81

関係会社株式評価損 204 －

雑損失 12 3

営業外費用合計 383 175

経常利益 5,376 6,861

税引前当期純利益 5,376 6,861

法人税、住民税及び事業税 2,379 3,006

法人税等調整額 △134 △142

法人税等合計 2,244 2,863

当期純利益 3,132 3,997



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,662 2,662

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,662 2,662

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,137 3,137

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,137 3,137

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 455 455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 455 455

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 43 40

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △3 △2

当期変動額合計 △3 △2

当期末残高 40 37

特別償却準備金   

前期末残高 －  

別途積立金   

前期末残高 36,850 39,750

当期変動額   

別途積立金の積立 2,900 2,600

当期変動額合計 2,900 2,600

当期末残高 39,750 42,350

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,164 3,793

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 3 2

別途積立金の積立 △2,900 △2,600

剰余金の配当 △606 △570

当期純利益 3,132 3,997



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額合計 △370 830

当期末残高 3,793 4,623

自己株式   

前期末残高 △1,701 △3,954

当期変動額   

自己株式の取得 △2,252 △5

当期変動額合計 △2,252 △5

当期末残高 △3,954 △3,959

株主資本合計   

前期末残高 45,610 45,883

当期変動額   

剰余金の配当 △606 △570

当期純利益 3,132 3,997

自己株式の取得 △2,252 △5

当期変動額合計 273 3,421

当期末残高 45,883 49,305

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 15 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9 △4

当期変動額合計 △9 △4

当期末残高 6 1

評価・換算差額等合計   

前期末残高 15 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9 △4

当期変動額合計 △9 △4

当期末残高 6 1

純資産合計   

前期末残高 45,626 45,890

当期変動額   

剰余金の配当 △606 △570

当期純利益 3,132 3,997

自己株式の取得 △2,252 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9 △4

当期変動額合計 263 3,417

当期末残高 45,890 49,307



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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